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倫理委員会審議結果・判定表　【平成２９年９月１１日（月）開催】

審査時間 No 区分 新・再 受付番号 課題名 所属部課（科） 申請者 研究代表者 判定 承認日 条件 附記

16:00～16:10
■利益相反マネジメント委員会

■有害事象報告

16:10～16:25 1 本審査 新規 2315 肝移植後における拒絶反応の機序解明　(LT)
国府台病院肝疾患研

究部
由雄　祥代 考藤　達哉 条件付き承認 2017/9/19

１．本研究課題をNCGMで実施することについて、

参加する患者に対するオプトアウトのための情報公開

文書を作成し提出すること。

２．ボランティア用の説明書P31 「移植後の患者さ

ん特有に起こっていることを確認することが目的で

す」を対象のボランティアが理解しやすいよう修正す

ること。

３．申請書P7　８⑦は該当（他機関からの試料提

供）に訂正すること。

16:25～16:40 2 本審査 新規 2322
情報通信技術（ICT）を活用した特定保健指導の効果検証に

関する研究
臨床研究推進部 松下　由実 松下　由実 承認（附記） 2017/9/19

【附記】

・各書類の「小数１桁まで」を適切に修正

すること。

・申請書・研究計画書・同意説明文書に6か

月後のBMI測定について追記すること。

16:40～16:55 3 本審査 新規 2333
東京オリンピックに向けたHIV暴露前予防の医師主導臨床試

験
ACC 水島　大輔 水島　大輔 条件付き承認 2017/9/19

・薬剤の無償提供を受けることに関する契約を締結予

定であり、契約に基づいて研究が実施されることを研

究計画書に記載すること。

・「薬剤無償提供について提供企業とのCOIがあり、

適切な管理がなされていることをCOIマネジメント委

員会にて審査されている」旨を研究計画書および同意

説明文書に記載すること。

・研究参加のお願い文書（P55）　「世界有数の歓楽

街」との特定の地名は削除すること。

・使用薬剤ツルバダの最新の添付文書を提出するこ

と。

4 迅速 新規 2313 看護師の手指衛生に関する組織風土尺度の開発研究 看護大学校 桐明　孝光 西岡　みどり 条件付き承認 2017/9/8 調査実施施設の倫理審査委員会の承認を得ること。

5 迅速 再申請 2004

再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎患者に対する維持療法時

におけるボノプラザン長期投与時の安全性に関する検討

（VISION　study）

国府台病院第一消化

器内科
矢田　智之 矢田　智之 承認 2017/9/8

6 迅速 再申請 2269 慢性肝炎から肝硬変への進展率評価指標の策定に資する研究
国府台病院肝炎・免

疫研究センター
考藤　達哉 考藤　達哉 承認 2017/9/8

7 迅速 新規 2314
クロザピン導入患者の処方調査と血糖モニタリングの有用性

について
国府台病院薬剤部 今井　良 今井　良 承認 2017/9/8

8 迅速 新規 2316
当院の糖尿病性ケトアシドーシスや高血糖高浸透圧症候群な

どの重症高血糖の特徴についての後ろ向き観察研究
国府台病院総合内科 川口　明子 酒匂　赤人 承認（附記） 2017/9/19

【附記】

研究課題名のDKA、HHSについては略語を

用いないよう、研究計画書の課題名と統一

した記載に訂正すること。

9 迅速① 再申請 1140
勤労者における疾病予防のエビデンス創出を目指した職域多

施設共同研究 ：J-ECOHスタディ

臨床研究センター疫

学・予防研究部
溝上　哲也 溝上　哲也 承認 2017/8/31

10 迅速① 再申請 1214
ザンビア国におけるＨＩＶ母子感染予防サービス及びＨＩＶ

治療サービスの現状の検討
国際医療協力局 駒田　謙一 駒田　謙一 承認 2017/8/31

11 迅速② 再申請 1677

多目的コホート研究データを用いた生活習慣とがん、糖尿

病、循環器疾患などの生活習慣病罹患および死亡との関連の

解析

臨床研究センター疫

学・予防研究部
溝上　哲也 溝上　哲也 承認 2017/9/8



審査時間 No 区分 新・再 受付番号 課題名 所属部課（科） 申請者 研究代表者 判定 承認日 条件 附記

12 迅速② 再申請 1709 結核治療中に認められた重症肝障害についての検討 ACC 橋本　武博 森野　英里子 条件付き承認 2017/9/8

申請書：p.3 ⑤新旧対照表、回答書にOをつける

申請書・研究計画書・情報公開文書の各書類の記載を

再申請前の研究期間に修正して下さい。

13 迅速② 再申請 2220
気管支サーモプラスティを施行した難治性気管支喘息患者に

おける気道壁変化の定量的解析　（多施設共同研究）
呼吸器内科 石井　聡 石井　聡 承認 2017/9/8

14 迅速② 再申請 2264
ループス腎炎の発症時期による臨床像と治療反応性の差異に

関する多施設共同研究
膠原病科 中野　正博 山下　裕之 承認 2017/9/8

15 迅速② 再申請 2257 リンパ浮腫診療におけるデータベース登録(LED) 形成外科 布施　佑馬 山本　匠 承認 2017/9/8

16 迅速② 新規 2309
喀血・慢性血痰に対するゼラチンスポンジを用いた待機的血

管内治療の短期および長期効果についての探索的検討
呼吸器内科 鈴木　学 鈴木　学 承認 2017/9/8

17 迅速② 新規 2311
肺非結核性抗酸菌症ならびに気管支拡張症に関する観察研究

（多施設共同研究）
呼吸器内科 森野　英里子 森野　英里子 承認 2017/9/8

18 迅速② 新規
2317

（検体）
次世代シーケンサーを用いた新規感染症診断システムの開発 感染症制御研究部 秋山　徹 秋山　徹 条件付き承認 2017/9/8

NCGMでは要配慮個人情報となり得るヒトゲノム配列

情報も一時的に産生され、その情報は東京女子医大

に渡されるが、ヒトゲノム配列は東京女子医大で解析

せずに適切に廃棄されることを、NCGMの計画書に

も明記してください。

19 迅速② 新規 2318 間葉系細胞培養時に分泌される因子に関する基礎的検討 心臓血管外科 福田　尚司 福田　尚司 承認 2017/9/8

20 迅速② 新規 2319

NCGMバイオバンク保存血清とパラフィン包埋病理固定保存

標本を用いた新たな赤痢アメーバー症診断系（E.

histolytica）抗原検査開発のための研究

ACC 渡辺　恒二 渡辺　恒二 承認 2017/9/8

21 迅速② 新規 2320
トキソプラズマ症に対するピリメタミン・スルファジアジ

ン・ホリナート併用療法の効果・安全性評価研究
国際感染症センター 山元　佳 加藤　康幸 承認（附記） 2017/9/8

附記

コメントへの回答で主施設と相談を要する

部分に関しては必ず主施設と相談すること。

22 迅速② 新規 2321
PrEP(Pre-exposure prophylaxis ：HIV曝露前感染予防)に関

する意識調査
臨床研究試料管理室 髙野　操 髙野　操 承認 2017/9/8

23 迅速② 新規 2324
日本救急医学会　熱中症に関する委員会による熱中症の実態

調査（Heatstroke STUDY 2017）
救急科 植村　樹 植村　樹 承認（附記） 2017/9/8

附記

侵襲について各書類を侵襲なしに修正する

事

24 迅速② 新規 2325

R－CHOP療法におけるグラニセトロン群とパロノセトロン

＋アプレピタント併用群による悪心・嘔吐制御率とそれにか

かるコストの比較

薬剤部 内坪　敬太 小室　雅人 承認 2017/9/8

25 迅速② 新規 2327
トラベルクリニック受診者におけるキャッチアップ接種の必

要性と実施状況についての調査
国際感染症センター 山元　佳 山元　佳 承認 2017/9/8

26 迅速② 新規 2328
本邦の輸入感染症の疫学解明を目的とした多施設レジストリ

研究
国際感染症センター 忽那　賢志 忽那　賢志 承認 2017/9/8

27 迅速② 新規 2329
データの利活用も見据えた標準規格策定の方向性に関する研

究
医療情報管理部門 美代　賢吾 美代　賢吾 条件付き承認 2017/9/8

他施設との共同研究であり、主施設の倫理委員会の承

認を得ること

28 迅速② 新規 2330
HIV医療における精神的心理的問題とその支援に関する実態

調査（H-Psych-Care）
ACC 小松　賢亮 岡　慎一 承認 2017/9/8

29 迅速② 新規 2331
遺族健診受診支援事業におけるHIV感染血友病患者の遺族の

現況と課題
ACC 紅粉　真衣 大金　美和 承認 2017/9/8

30 迅速② 新規 2332
呼吸不全を呈する患者に対する気管支鏡検査におけるジャク

ソンマスク換気下での酸素化の有効性の検討
呼吸器内科 鈴木　知之 鈴木　学 条件付き承認 2017/9/8

条件

① 「お知らせ」に気管支鏡検査中に呼吸不全を呈し

た患者を対象にしていることを明記する

② 「お知らせ」にジャクソンマスクの写真やシェー

マを追加する

③ 選択基準に呼吸不全の具体的基準を追加する



審査時間 No 区分 新・再 受付番号 課題名 所属部課（科） 申請者 研究代表者 判定 承認日 条件 附記

31
簡易

審査
新規 2326

検体希釈処置や反応結果の目視を必要としない非侵襲性イン

フルエンザ検査デバイスの創製
国際感染症センター 山元　佳 大曲　貴夫 条件付き承認 2017/9/19

・契約に基づく企業との共同研究であること、COIの

適切な管理については、COIマネジメント委員会にて

審査されている旨を明記すること（研究計画書、同意

説明文書）

・解析への関与、成果の帰属、成果発表のルールを

含め、企業と適切な共同研究契約を締結して行うこと


